
青森侫武多 運行経路・運行順序 
 
昭和３９年（１９６４）以前不明 

 

昭和４０年（１９６５） 

運行経路 ５日 国道→税務署通り→柳町ロータリー→新町→青森駅前 

    ６日 諏訪神社→国道西進→青銀古川支店→新興街通り→青森駅→新町→寺町→信用金庫前 

７日 青森駅→新町→鍛治町→松森町→堤 

運行順序 
５日 ①青森市役所職員組合「九紋竜と花和尚」②日通「鳴神と岩永姫」③篠田町・永沢興行「宮本武蔵と阿厳法師

宝蔵院の決闘」④県庁「勧進帳」⑤日立連合・駒込町会「渡辺綱と茨木童子」⑥青森県印刷工業組合「義経千

本桜」⑦小田正工務店「清姫と父庄司、日高川の場」⑧国鉄「八の太郎と南祖坊」⑨東青農協協議会「土蜘蛛」

⑩自衛隊「羅生門」⑪第二消防分団「橋弁慶」⑫東北電力青森支店「綱館」⑬青森木材青壮年会「本能寺、織

田信長の奮戦」⑭消防第三分団に組「三国志 呂布関羽奮闘の場」 

６日 同上 

７日 同上 

 

昭和４１年（１９６６） 

７月３１日 高校総体にご出席される皇太子ご夫妻のため特別運行 

運行経路 柳町ロータリー→国道を西進→県庁前右折→東奥日報社前→新町右折→柳町交番前解散 
運行順序 

①県庁「児島備後三郎高徳」②日通「遠藤盛遠と不動明王」③いすゞ自動車「勧進帳」④国鉄「紅葉狩」⑤青

森市役所職員組合「風雲児信長」⑥東青農協協議会「源頼光と坂田公時」⑦自衛隊「忠臣蔵」 

 

運行経路 ５日 国道税務署通り→柳町ロータリー→新町→青森駅前 

     ６日 諏訪神社前→青銀古川支店→新興街通り→青森駅→新町→鍛治町青森信用金庫前 

     ７日 青森駅→新町→寺町→鍛治町→松森町→堤町 

運行順序 
５日 ①青森市役所職員組合「風雲児信長」②県庁「児島備後三郎高徳」③青森木材青壮年会「戻橋」④青森青年経

営協議会「茨木」⑤東青農協協議会「源頼光と坂田公時」⑥日通「遠藤盛遠と不動明王」⑦青森青年会議所「曽

我五郎小林朝比奈草摺引」⑧日立連合「長篠城の誉 鳥居強右衛門勝商」⑨永沢興業「宮本武蔵と宍戸梅軒の

決闘」⑩消防第二分団「壇ノ浦合戦」⑪いすゞ自動車「勧進帳」⑫国鉄「紅葉狩」⑬自衛隊「忠臣蔵」 

６日 同上 

７日 同上 

 

昭和４２年（１９６７） 

運行経路 ５日 電話局前→国道西進・右折→柳町→新町・東映前で解散、国鉄のみ青森駅前へ 

     ６日 諏訪神社→国道西進→青銀古川支店→鍛冶町→青森信用金庫で解散 

     ７日 青森駅前→新町→寺町→松森町→堤交番で解散 

運行順序 

３日  子供会ねぶた４台・順序不明：▽山の手子供会・根っ子の会▽青森市子供会連絡協議会▽沖館小浜子供会▽北

金沢子供会 
大型ねぶた：日通青森支店「九紋竜と超潤虎」が自由運行 

４日 「木島則夫モーニングショー」で実況中継・異例の朝ねぶた：県庁「鎮西八郎為朝八丁礫喜平治」、青森市役所

職員組合「大蛇退治」、東北電力「岩見重太郎狒狒退治」 

５日 ①青森市役所職員組合「大蛇退治」②県板金組合「源頼光土蜘蛛退治」③青森ナショナル店会「舟弁慶」④県

庁「鎮西八郎為朝八丁礫喜平治」⑤青森営林署「茨木童子」⑥青森木材青壮年会「玉藻前」⑦消防第三分団に

組「義経と熊坂長範」⑧東北電力「岩見重太郎狒狒退治」⑨日立連合「牛若丸と弁慶」⑩青森青年経営協議会

「三国志」⑪国鉄「国引き」⑫日通青森支店「九紋竜と超潤虎」⑬青森いすゞ自動車「菅原伝授手習鑑 車引

の場」 

６日 同上 

７日 同上 

 

昭和４３年（１９６８） 

運行経路 ３日 電話局→市役所→県庁→青銀古川(右折)→新町通り(右折)→柳町交番 

    ４日 柳町交番→新町→丸本田中(左折)→青銀古川(左折)→国道→電話局 

５日 ３日と同じコース 

６日 浦町駅通り→国道西進→青銀古川(右折)→新町(右折)→信用金庫 

７日 浦町駅通り→国道西進→青銀古川(右折)→新町(右折)→柳町交番 



運行順序 

３日   子供会ねぶた・順序不明：▽茶屋町子供会「岩見重太郎のヒヒ退治」▽若葉町北上子供会「加藤清正」▽根っ子の子供会「大 

江山」▽浜田子供会「花咲爺」▽甲田町子供会「桃太郎」▽曙子供会「為朝の弓」▽あすなろ子供会「有馬の猫騒動」▽竹 

の子子供会「渡辺綱と茨木」▽白梅子供会「牛若とてんぐ」▽光の子子供会「御所の五郎丸」▽常磐町子供会「俵藤太」▽ 

北風・青空・杉の子子供会「楠公父子」▽米町子供会「天の岩戸」▽羽衣子供会「信乃と現八」▽広田町子供会「塙団右衛 

門」▽蜆貝スポーツ少年団「源三位頼正のヌエ退治」▽細越青少年団「坂上田村麿のえぞ征伐」 

大型ねぶた４台：①青森青年会議所「戻り橋」②青森市役所職員組合「川中島の戦い」③日立連合「水滸伝―

九紋竜、魯智深の再会」④大福町「高砂」 

４日 子供会ねぶた・順序不明：▽茶屋町子供会「岩見重太郎のヒヒ退治」▽若葉町北上子供会「加藤清正」▽根っ子の子供会「大 

江山」▽浜田子供会「花咲爺」▽甲田町子供会「桃太郎」▽曙子供会「為朝の弓」▽あすなろ子供会「有馬の猫騒動」▽竹 

の子子供会「渡辺綱と茨木」▽白梅子供会「牛若とてんぐ」▽光の子子供会「御所の五郎丸」▽常磐町子供会「俵藤太」▽ 

北風・青空・杉の子子供会「楠公父子」▽米町子供会「天の岩戸」▽羽衣子供会「信乃と現八」▽広田町子供会「塙団右衛 

門」▽蜆貝スポーツ少年団「源三位頼正のヌエ退治」▽細越青少年団「坂上田村麿のえぞ征伐」 

大型ねぶた７台・順序不明：消防第二分団「水滸伝―九紋竜と陳達の戦い」、魚河岸「連獅子」、青森青年会議

所「戻り橋」、青森木材青壮年会「牛若丸と天狗」、東青信用組合「草薙の剣」、県板金組合「曽我の五郎と御所

の五郎丸」、消防第三分団に組「坂上田村麻呂蝦夷征伐」 

５日 ①国鉄「鎮西八郎為朝鷲退治」②青森ナショナル店会「本能寺の変」③大福町「高砂」④東北電力「源頼光と

坂田金時」⑤日立連合「水滸伝―九紋竜、魯智深の再会」⑥消防第二分団「水滸伝―九紋竜と陳達の戦い」⑦

魚河岸「連獅子」⑧青年経営協議会「項羽の馬なげ」⑨青森青年会議所「戻り橋」⑩青森木材青壮年会「牛若

丸と天狗」⑪東青信用組合「草薙の剣」⑫青森市役所職員組合「川中島の戦い」⑬県板金組合「曽我の五郎と

御所の五郎丸」⑭日本通運「土蜘蛛」⑮消防第三分団「坂上田村麻呂蝦夷征伐」 

６日 ①消防第二分団「水滸伝―九紋竜と陳達の戦い」②魚河岸「連獅子」③青年経営協議会「項羽の馬なげ」④青

森青年会議所「戻り橋」⑤青森木材青壮年会「牛若丸と天狗」⑥東青信用組合「草薙の剣」⑦青森市役所職員

組合「川中島の戦い」⑧県板金組合「曽我の五郎と御所の五郎丸」⑨日本通運「土蜘蛛」⑩消防第三分団「坂

上田村麻呂蝦夷征伐」⑪国鉄「鎮西八郎為朝鷲退治」⑫青森ナショナル店会「本能寺の変」⑬大福町「高砂」

⑭東北電力「源頼光と坂田金時」⑮日立連合「水滸伝―九紋竜、魯智深の再会」 
７日 ①東青信用組合「草薙の剣」②青森市役所職員組合「川中島の戦い」③県板金組合「曽我の五郎と御所の五郎

丸」④日本通運「土蜘蛛」⑤消防第三分団「坂上田村麻呂蝦夷征伐」⑥国鉄「鎮西八郎為朝鷲退治」⑦青森ナ

ショナル店会「本能寺の変」⑧大福町「高砂」⑨東北電力「源頼光と坂田金時」⑩日立連合「水滸伝―九紋竜、

魯智深の再会」⑪消防第二分団「水滸伝―九紋竜と陳達の戦い」⑫魚河岸「連獅子」⑬青年経営協議会「項羽

の馬なげ」⑭青森青年会議所「戻り橋」⑮青森木材青壮年会「牛若丸と天狗」 

 

昭和４４年（１９６９） 

運行経路 電話局前出発→市役所前→県庁前→青銀古川支店前右折→新町右折→柳町交番前→青森信用金庫鍛治町支店前解散 

運行順序 

３日 子供会ねぶた１５台：①八幡太郎義家と勿来の関(市子ども会育成連協)②金魚、とうろうねぶた群(西上古川連

合こども会)③がいせんの桃太郎(油川連合こども会Ａ)④松王丸の車引きの場(同Ｂ)⑤浅野長矩と梶川与惣兵衛

(三内連合こども会)⑥伊達騒動・松原鉄之助(若葉町連合こども会)⑦猪隼太のぬえ退治(甲田町こども会)⑧国引

き、手力雄命(宝来町仲よしこども会)⑨平井保昌の土ぐも退治(南奥野こども会)⑩自雷也(松原ひばりこども会)
⑪暫(長島ひかりのこども会)⑫和藤内の紅(広田こども会)⑬大森彦七と千早姫(上浦町あすなろこども会)⑭扇ね

ぶた(新田こども会)⑮曽我五郎と朝比奈三郎(浦町羽衣こども会) 
大型ねぶた５台順序不明：明るい社会造り推進会「大森彦七と千早姫」、青森東芝会「日本武尊息吹山の大蛇退

治」、青年会議所「三国志」、青少年サークル連絡協議会「王進と九紋竜」、青森木材青壮年会「坂上田村麿、蝦

夷征伐」 

４日 子供会ねぶた１５台：①八幡太郎義家と勿来の関(市子ども会育成連協)②金魚、とうろうねぶた群(西上古川連

合こども会)③がいせんの桃太郎(油川連合こども会Ａ)④松王丸の車引きの場(同Ｂ)⑤浅野長矩と梶川与惣兵衛

(三内連合こども会)⑥伊達騒動・松原鉄之助(若葉町連合こども会)⑦猪隼太のぬえ退治(甲田町こども会)⑧国引

き、手力雄命(宝来町仲よしこども会)⑨平井保昌の土ぐも退治(南奥野こども会)⑩自雷也(松原ひばりこども会)
⑪暫(長島ひかりのこども会)⑫和藤内の紅(広田こども会)⑬大森彦七と千早姫(上浦町あすなろこども会)⑭扇ね

ぶた(新田こども会)⑮曽我五郎と朝比奈三郎(浦町羽衣こども会) 
大型ねぶた９台順序不明：県庁「川中島」、明るい社会造り推進会「大森彦七と千早姫」、県板金組合「八丈太

郎と南祖坊」、青森ヤクルト工場「茨木」、消防第三分団に組「竜王と金剛力士」、青森市役所職員組合「玉藻の

前」、青年会議所「三国志」、青少年サークル連絡協議会「王進と九紋竜」、電電公社「暫」 

５日 ①県庁「川中島」②日通青森支店「山姥と公時」③日立連合「紅葉狩」④国鉄「山内一豊の馬揃」⑤明るい社

会造り推進会「大森彦七と千早姫」⑥青森いすゞ自動車「茨木」⑦青年経営協議会「三国志」⑧県板金組合「八

丈太郎と南祖坊」⑨青森ヤクルト工場「茨木」⑩青森東芝会「日本武尊息吹山の大蛇退治」⑪消防第三分団に

組「竜王と金剛力士」⑫青森市役所職員組合「玉藻の前」⑬青年会議所「三国志」⑭青少年サークル連絡協議

会「王進と九紋竜」⑮大洋漁業ねぶた会「紅葉狩平惟茂と鬼女」⑯青森木材青壮年会「坂上田村麿、蝦夷征伐」 



６日 ①青年経営協議会「三国志」②県板金組合「八丈太郎と南祖坊」③青森ヤクルト工場「茨木」④青森東芝会「日

本武尊息吹山の大蛇退治」⑤消防第三分団に組「竜王と金剛力士」⑥青森市役所職員組合「玉藻の前」⑦青年

会議所「三国志」⑧青少年サークル連絡協議会「王進と九紋竜」⑨大洋漁業ねぶた会「紅葉狩平惟茂と鬼女」

⑩青森木材青壮年会「坂上田村麿、蝦夷征伐」⑪県庁「川中島」⑫日通青森支店「山姥と公時」⑬日立連合「紅

葉狩」⑭国鉄「山内一豊の馬揃」⑮明るい社会造り推進会「大森彦七と千早姫」⑯青森いすゞ自動車「茨木」 

７日 ①青年会議所「三国志」②青少年サークル連絡協議会「王進と九紋竜」③大洋漁業ねぶた会「紅葉狩平惟茂と

鬼女」④青森木材青壮年会「坂上田村麿、蝦夷征伐」⑤県庁「川中島」⑥日通青森支店「山姥と公時」⑦日立

連合「紅葉狩」⑧国鉄「山内一豊の馬揃」⑨明るい社会造り推進会「大森彦七と千早姫」⑩青森いすゞ自動車

「茨木」⑪青年経営協議会「三国志」⑫県板金組合「八丈太郎と南祖坊」⑬青森ヤクルト工場「茨木」⑭青森

東芝会「日本武尊息吹山の大蛇退治」⑮消防第三分団に組「竜王と金剛力士」⑯青森市役所職員組合「玉藻の

前」 
 
昭和４５年（１９７０） 

運行経路 市役所前出発→国道・青銀古川支店→平和通り→新町通り→柳町交番前で解散 

運行順序 

３日 子供会ねぶた 12 台：甲田町子供会「牛若丸と弁慶」、上浦町あすなろ「羽衣」、橋本羽衣「那須の与一」、潮風

子供会「茨木」、長島子供会「加藤清正虎退治」、北片岡子供会「鬼若丸の鯉退治」、橋本だるま会「茨木」、松

原町ひばり子供会「山姥と竜」、広田子供会「牛若丸と天狗」、片岡町子供会「大蛇退治」、南片岡子供会「羅生

門」、福田文化子供会「御所の五郎丸」 

   大型ねぶた３台：詳細不明 

４日 子供会ねぶた 12 台：甲田町子供会「牛若丸と弁慶」、上浦町あすなろ「羽衣」、橋本羽衣「那須の与一」、潮風

子供会「茨木」、長島子供会「加藤清正虎退治」、北片岡子供会「鬼若丸の鯉退治」、橋本だるま会「茨木」、松

原町ひばり子供会「山姥と竜」、広田子供会「牛若丸と天狗」、片岡町子供会「大蛇退治」、南片岡子供会「羅生

門」、福田文化子供会「御所の五郎丸」 

   大型ねぶた１台：青森市職員互助会「項羽の馬なげ」 

５日 ①消防第三分団に組「風神雷神」②青森木材青壮年会「三国志」③ナショナルグループ「大化の改新」④電電

公社「九紋龍と陳達」⑤青森三菱グループ「玉藻の前」⑥東北電力「坂田公時と酒天童子の決闘」⑦日通青森

支店「朝比奈三郎城門破り」⑧県庁「鐘馗と鬼」⑨青森市職員互助会「項羽の馬なげ」⑩国鉄「天の岩戸」⑪

日立連合「桶狭間」⑫県板金組合「曽我兄弟の討入り」⑬消防第二分団「里見八犬伝」⑭東青信用組合「草薙

の剣」⑮丸はねぶた会「鐘馗と邪鬼」⑯自衛隊「羅生門」 
６日 ①日通青森支店「朝比奈三郎城門破り」②県庁「鐘馗と鬼」③青森市職員互助会「項羽の馬なげ」④国鉄「天

の岩戸」⑤日立連合「桶狭間」⑥県板金組合「曽我兄弟の討入り」⑦消防第二分団「里見八犬伝」⑧東青信用

組合「草薙の剣」⑨丸はねぶた会「鐘馗と邪鬼」⑩自衛隊「羅生門」⑪消防第三分団に組「風神雷神」⑫青森

木材青壮年会「三国志」⑬ナショナルグループ「大化の改新」⑭電電公社「九紋龍と陳達」⑮青森三菱グルー

プ「玉藻の前」⑯東北電力「坂田公時と酒天童子の決闘」 
７日 ①県板金組合「曽我兄弟の討入り」②消防第二分団「里見八犬伝」③東青信用組合「草薙の剣」④丸はねぶた

会「鐘馗と邪鬼」⑤自衛隊「羅生門」⑥消防第三分団に組「風神雷神」⑦青森木材青壮年会「三国志」⑧ナシ

ョナルグループ「大化の改新」⑨電電公社「九紋龍と陳達」⑩青森三菱グループ「玉藻の前」⑪東北電力「坂

田公時と酒天童子の決闘」⑫日通青森支店「朝比奈三郎城門破り」⑬県庁「鐘馗と鬼」⑭青森市職員互助会「項

羽の馬なげ」⑮国鉄「天の岩戸」⑯日立連合「桶狭間」 
 
昭和４６年（１９７１） 
運行経路 ３日～６日(午後７時)国道・和田寛センター前西進して青銀古川支店→平和通り→新町通り東進→寺町通り→税務署通

り交差点(解散) 

７日(午前 11時)経路は同じ 

運行順序 

３日 子供会ねぶた 12 台：①橋本南町「鐘馗と邪鬼」②沖館「牛若丸と弁慶」③福田文化「三国志」④栄町「忠臣蔵

松の廊下」⑤南片岡「鬼若丸」⑥松原町ひばり「富士の誉」⑦甲田町「曽我五郎と朝比奈三郎」⑧宝来町「宝

倉院の決闘」⑨長島ひかりの子「羅生門」⑩広田町「弁慶のつり鐘引き」⑪上浦町あすなろ「御所五郎丸」⑫

橋本だるま「大森彦七と千早姫」 
大人ねぶた ①消防第二分団「加藤清正の虎退治」②日立連合「義経の吉野落を助ける忠信の奮戦」③青森市

役所「金剛力士」 

４日 子供会ねぶた 12 台 

大人ねぶた ①青森青年会議所「地震鯰」②に組若者一同「水滸伝」③自衛隊「吉野蔵王権現」④青森市役所

「金剛力士」  

５日 第１班：①青年経営協議会「項羽の馬なげ」②日本通運青森支店「魯智深と鄧竜」③青森○はねぶた会「桶狭間

の戦い」④青森木材青壮年会「綱 館」⑤青森大学「連獅子」、第２班：⑥青森県板金組合「三国志」⑦青森県

庁「茨木童子綱館」⑧電電公社「三国志虎牢関の戦い」⑨青森青年会議所「地震鯰」⑩消防第二分団「加藤清

正の虎退治」、第３班：⑪日立連合「義経の吉野落を助ける忠信の奮戦」⑫国 鉄「竜馬渡海」⑬自衛隊「吉野



蔵王権現」⑭に組若者一同「水滸伝」⑮青森市役所「金剛力士」 

６日 第２班：①青森県板金組合「三国志」②青森県庁「茨木童子綱館」③電電公社「三国志虎牢関の戦い」④青森

青年会議所「地震鯰」⑤消防第二分団「加藤清正の虎退治」、第３班：⑥日立連合「義経の吉野落を助ける忠信

の奮戦」⑦国 鉄「竜馬渡海」⑧自衛隊「吉野蔵王権現」⑨に組若者一同「水滸伝」⑩青森市役所「金剛力士」、

第１班：⑪青年経営協議会「項羽の馬なげ」⑫日本通運青森支店「魯智深と鄧竜」⑬青森○はねぶた会「桶狭間

の戦い」⑭青森木材青壮年会「綱 館」⑮青森大学「連獅子」 

７日 第３班：①日立連合「義経の吉野落を助ける忠信の奮戦」②国 鉄「竜馬渡海」③自衛隊「吉野蔵王権現」④

に組若者一同「水滸伝」⑤青森市役所「金剛力士」、第１班：⑥青年経営協議会「項羽の馬なげ」⑦日本通運青

森支店「魯智深と鄧竜」⑧青森○はねぶた会「桶狭間の戦い」⑨青森木材青壮年会「綱 館」⑩青森大学「連獅

子」、第２班：⑪青森県板金組合「三国志」⑫青森県庁「茨木童子綱館」⑬電電公社「三国志虎牢関の戦い」⑭

青森青年会議所「地震鯰」⑮消防第二分団「加藤清正の虎退治」 
 
昭和４７年（１９７２） 
運行経路 ３日～６日(午後７時) 国道和田寛センター前→市役所→県庁→青銀古川支店右折→新町右折→柳町→鍛冶町信用金庫

前解散 

７日(午前 11時)経路は同じ 

運行順序 

５日 ①青森青年会議所「賤ヶ岳の戦」②日通「素戔鳴尊の大蛇退治」・に組「平将門」 ③以降不明 
 
昭和４８年（１９７３） 
運行経路 ３日(午後７時)和田寛センター前→県庁前→青銀古川支店前→昭和通り→新町通り→青森信用金庫前 
運行順序  

３日 子供ねぶた十台・詳細不明 
大人ねぶた ①カネボウ「連獅子」②青年会議所「南祖坊と八郎太郎」③青森市職員互助会「風雲児信長」④

消防第二分団「岩見重太郎狒々退治」⑤自衛隊「大江山」⑥萬商「鐘馗(しょうき)」 
 
昭和４９年（１９７４） 
運行経路 市役所前→県庁→青銀古川支店前右折→新町通り→税務署通り交差点で解散 

運行順序  

３日▽国道コース＝子供ねぶた「金沢町会」「福田町会」「松原懲戒」「港町町会」「橋本町会」 
大人ねぶた ①青年会議所「三国志虎牢関」②萬商「茨木」③青森市職員互助会「九紋竜と鉄牛」④に組

若者「一寸法師と鬼退治」⑤自衛隊「保昌と袴垂れ」⑥日通「日本武尊蝦夷征伐」⑦私達のねぶた「紅葉

狩」 

４日▽国道コース＝子供ねぶた「金沢町会」「福田町会」「松原懲戒」「港町町会」「橋本町会」 
大人ねぶた ①青年会議所「三国志虎牢関」②青森市職員互助会「九紋竜と鉄牛」③に組若者「一寸法師

と鬼退治」④自衛隊「保昌と袴垂れ」⑤消防第二分団「玉取姫と大蛸格闘」⑥私達のねぶた「紅葉狩」 

５日▽国道コース＝①電電公社「鵺退治」②県庁「連獅子」③青年会議所「三国志虎牢関」④青森木材青壮年会「牛

若丸と天狗」⑤県板金工業組合・三晃金属工業「桃太郎鬼退治」⑥萬商「茨木」⑦青森市職員互助会「九

紋竜と鉄牛」⑧国鉄「弁慶と牛若丸」⑨に組若者「一寸法師と鬼退治」⑩私達のねぶた「紅葉狩」 

▽新町コース＝①日立連合「風神雷神」②青森まるはねぶた会「素戔嗚尊・大蛇退治」③日通「日本武尊蝦夷征

伐」④消防第二分団「玉取姫と大蛸格闘」 

６日▽国道コース＝①日通「日本武尊蝦夷征伐」②青森まるはねぶた会「素戔嗚尊・大蛇退治」③日立連合「風神雷

神」④消防第二分団「玉取姫と大蛸格闘」⑤電電公社「鵺退治」⑥県庁「連獅子」⑦青年会議所「三国志

虎牢関」⑧青森木材青壮年会「牛若丸と天狗」⑨県板金工業組合・三晃金属工業「桃太郎鬼退治」⑩国鉄

「弁慶と牛若丸」 

▽新町コース＝①青森市職員互助会「九紋竜と鉄牛」②私達のねぶた「紅葉狩」③に組若者「一寸法師と鬼退治」

④自衛隊「保昌と袴垂れ」 

７日▽国道コース＝①青森市職員互助会「九紋竜と鉄牛」②国鉄「弁慶と牛若丸」③に組若者「一寸法師と鬼退治」

④自衛隊「保昌と袴垂れ」⑤日通「日本武尊蝦夷征伐」⑥青森まるはねぶた会「素戔嗚尊・大蛇退治」⑦

日立連合「風神雷神⑧消防第二分団「玉取姫と大蛸格闘」⑨電電公社「鵺退治」⑩県庁「連獅子」⑪私達

のねぶた「紅葉狩」 

▽新町コース＝①青年会議所「三国志虎牢関」②青森木材青壮年会「牛若丸と天狗」③県板金工業組合・三晃金

属工業「桃太郎鬼退治」④萬商「茨木」 

 

昭和５０年（１９７５） 
運行経路 電話局前→柳町→県庁前→八甲通り→新町通り→本町→ホテル青森前で解散 
運行順序  

３日 子供ねぶた１７台①市子ども会育成連絡協議会「浦島太郎」②以下不明  
大人ねぶた７台 



４日 子供ねぶた１５台 
大人ねぶた ①青森木材青壮年会「曽我兄弟夜討」②県庁「風雲児信長」③消防第三分団一班に組「西遊記」

以下不明全７台。 
５日 大人ねぶた１７台出陣・順序不明 
６日―７日 詳細不明 
 
昭和５１年（１９７６） 
運行経路▽国道コース＝市役所前→柳町→県庁前→八甲通り→新町通り→本町→ホテル青森前で解散 

▽新町コース＝新町八甲通り角→新町ー本町→ホテル青森前 
運行順序  

３日▽国道コース＝①青年会議所「那智の滝」②に組消防若者「平将門」③消防第二分団「足柄山の金太郎」④日通

「閻魔大王と平清盛」⑤私たちのねぶた「曾我五郎と御所の五郎丸」⑥自衛隊「木下藤吉郎初陣の功名」

⑦青森市役所「四条畷」 
▽新町コース＝子供ねぶた１７台①市子供会育成連絡協議会「鬼若丸の鯉の生け捕り」②油川幼稚園ねぶた愛好

会「羅生門」③沖小友の会「鬼若丸の鯉退治」④野内連合子供会「朝比奈三郎城門破り」⑤西の伸びる子

供会「千早姫と大森彦七」⑥荒川子供会「羅生門」⑦三内丸山子供会「金魚パレード」⑧佃さざなみ子供

会「項羽の馬引き」⑨福田文化子供会「大蛇退治」⑩福田サッカースポーツ少年団会「国引き」⑪合浦町

仲よし子供会「大漁えびす」⑫港町子供ねぶた愛好会「曽我の五郎と御所の五郎丸」⑬桜川ねぶた愛好会

「紅葉狩り」⑭松原ひばり子供会「大森彦七と千早姫」⑮第五地区社会福祉協議青少年育成部会「金魚パ

レード」⑯山の手町会根っ子子供会「鬼若丸」⑰橋本南町会青少年部「坂田金時」、 
４日▽国道コース＝①亀屋みなみ「勧進帳」②自衛隊「木下藤吉郎初陣の功名③青森木材「九紋竜と魯智深」④青森

市役所「四条畷」⑤県庁「喝」⑥青年会議所「那智の滝」⑦私たちのねぶた「曾我五郎と御所の五郎丸」 

▽新町コース＝子供ねぶた１6 台①市子供会育成連絡協議会「鬼若丸の鯉の生け捕り」②油川幼稚園ねぶた愛好会

「羅生門」③沖小友の会「鬼若丸の鯉退治」④西の伸びる子供会「千早姫と大森彦七」⑤荒川子供会「羅

生門」⑥三内丸山子供会「金魚パレード」⑦佃さざなみ子供会「項羽の馬引き」⑧福田文化子供会「大蛇

退治」⑨福田サッカースポーツ少年団会「国引き」⑩合浦町仲よし子供会「大漁えびす」⑪港町子供ねぶ

た愛好会「曽我の五郎と御所の五郎丸」⑫桜川ねぶた愛好会「紅葉狩り」⑬松原ひばり子供会「大森彦七

と千早姫」⑭第五地区社会福祉協議青少年育成部会「金魚パレード」⑮山の手町会根っ子子供会「鬼若丸」

⑯橋本南町会青少年部「坂田金時」 
５日▽国道コース＝①大洋漁業「剛力 島の為朝」②青年会議所「那智の滝」③に組消防若者「平将門」④日立連合

「源頼光酒呑童子を退治す」⑤消防第二分団「足柄山の金太郎」団⑥日通「閻魔大王と平清盛」⑦私たち

のねぶた「曾我五郎と御所の五郎丸」⑧亀屋みなみ「勧進帳」⑨自衛隊「木下藤吉郎初陣の功名 

▽新町コース＝①電電公社「大江山」②青森木材「九紋竜と魯智深」③国鉄「素戔鳴尊八岐の大蛇退治」④青森

市役所「四条畷」 
６日▽国道コース＝①電電公社「大江山」②青森木材「九紋竜と魯智深」③国鉄「素戔鳴尊八岐の大蛇退治」④青森

市役所「四条畷」⑤県庁「喝」⑥大洋漁業「剛力 島の為朝」⑦青年会議所「那智の滝」⑧に組消防若者

「平将門」⑨日立連合「源頼光酒呑童子を退治す」 

▽新町コース＝①消防第二分団「足柄山の金太郎」②日通「閻魔大王と平清盛」③私たちのねぶた「曾我五郎と

御所の五郎丸」④亀屋みなみ「勧進帳」⑤自衛隊「木下藤吉郎初陣の功名」 

７日▽国道コース＝①消防第二分団「足柄山の金太郎」②日通「閻魔大王と平清盛」③県庁「喝」④亀屋みなみ「勧

進帳」⑤自衛隊「木下藤吉郎初陣の功名」⑥電電公社「大江山」⑦青森木材「九紋竜と魯智深」⑧国鉄「素

戔鳴尊八岐の大蛇退治」⑨青森市役所「四条畷」⑩私たちのねぶた「曾我五郎と御所の五郎丸」 

▽新町コース＝①大洋漁業「剛力 島の為朝」②青年会議所「那智の滝」③に組消防若者「平将門」④日立連合

「源頼光酒呑童子を退治す」 
 
昭和５２年（１９７７） 
運行順序  

３日▽国道コース＝①市子連②油川幼稚園ねぶた愛好会「勧進帳」③野内地区連合子供会「牛若丸」④松原ひばり子

供会「国引き」⑤三内子供会「金魚パレード」⑥橋本南第二さくら子供会「桃太郎の鬼退治」⑦橋本南子

供会「項羽馬なげ」⑧浪館子供ねぶた愛好会「えびす」⑨三内丸山子供会「南祖坊」 
①青年会議所「九紋龍史進、陳達を生捕る」②日立連合「海彦と山彦」③青森市役所「水滸伝」④日通「紅

葉狩」⑤私たちのねぶた「金太郎」⑥自衛隊「佐野源左門、鎌倉一番乗り」 

  ▽新町コース＝⑩合浦町子供ねぶた会「桃太郎の鬼退治」⑪だるま子供会「牛若丸と天狗」⑫港町子供ねぶた愛

好会「宝蔵院の決闘」⑬西の伸びる子供会⑭金沢子供会「大森彦七と鬼女」⑮第五地区社会福祉青少年部

会「風神雷神」⑯福田サッカースポーツ少年団「悪源太義平」⑰福田文化子供会「鞍馬山の牛若丸」⑱甲

田町子供会「項羽馬なげ」⑲第一佃町会さざなみ子供会「島の為朝」 
４日▽国道コース＝①合浦町子供ねぶた会「桃太郎の鬼退治」②だるま子供会「牛若丸と天狗」③港町子供ねぶた愛

好会「宝蔵院の決闘」④西の伸びる子供会⑤金沢子供会「大森彦七と鬼女」⑥第五地区社会福祉青少年部

会「風神雷神」⑦福田サッカースポーツ少年団「悪源太義平」⑧福田文化子供会「鞍馬山の牛若丸」⑨甲



田町子供会「項羽馬なげ」⑩第一佃町会さざなみ子供会「島の為朝」 
①に組消防、東芝連合「鐘馗」②サンロード青森「文覚と不動明王」③自衛隊「佐野源左門、鎌倉一番乗

り」④木材青壮年会「草薙の剣」⑤亀屋みなみ「連獅子」⑥青森県庁「三国志」⑦青年会議所「九紋龍史

進、陳達を生捕る」⑧青森市役所「水滸伝」⑨私たちのねぶた「金太郎」 

▽新町コース＝①市子連②松原ひばり子供会「国引き」③三内子供会「金魚パレード」④橋本南第二さくら子供

会「桃太郎の鬼退治」⑤橋本南子供会「項羽馬なげ」⑥浪館子供ねぶた愛好会「えびす」⑦三内丸山子供

会「南祖坊」 
５日▽国道コース＝①青年会議所「九紋龍史進、陳達を生捕る」②電電公社「森蘭丸と安田作兵衛」③県板金工業組

合「雷神、時平を誅す」④日立連合「海彦と山彦」⑤青森市役所「水滸伝」⑥日通「紅葉狩」⑦私たちの

ねぶた「金太郎」⑧消防第二分団「三国志 関羽と華雄の血戦」⑨国鉄「大国主と少彦名 国経営」⑩青

森大学「三番叟」⑪に組、東芝連合「鐘馗」   
  ▽新町コース＝①サンロード青森「文覚と不動明王」②自衛隊「佐野源左門、鎌倉一番乗り」③木材青壮年会「草

薙の剣」④亀屋みなみ「連獅子」 
６日▽国道コース＝①サンロード青森「文覚と不動明王」②自衛隊「佐野源左門、鎌倉一番乗り」③木材青壮年会「草

薙の剣」④亀屋みなみ「連獅子」⑤青森県庁「三国志」⑥青年会議所「九紋龍史進、陳達を生捕る」⑦電

電公社「森蘭丸と安田作兵衛」⑧県板金工業組合「雷神、時平を誅す」⑨日立連合「海彦と山彦」⑩青森

市役所「水滸伝」⑪日通「紅葉狩」 

▽新町コース＝①私たちのねぶた「金太郎」②消防第二分団「三国志 関羽と華雄の血戦」③国鉄「大国主と少

彦名 国経営」④青森大学「三番叟」⑤に組、東芝連合「鐘馗」 
７日▽国道コース＝①青森県庁「三国志」②消防第二分団「三国志 関羽と華雄の血戦」③国鉄「大国主と少彦名 国

経営」④青森大学「三番叟」⑤に組、東芝連合「鐘馗」⑥サンロード青森「文覚と不動明王」⑦自衛隊「佐

野源左門、鎌倉一番乗り」⑧木材青壮年会「草薙の剣」⑨亀屋みなみ「連獅子」⑩私たちのねぶた「金太

郎⑪県板金工業組合「雷神、時平を誅す」 

▽新町コース＝①電電公社「森蘭丸と安田作兵衛」②青年会議所「九紋龍史進、陳達を生捕る」③日立連合「海

彦と山彦」④青森市役所「水滸伝」⑤日通「紅葉狩」 

 
昭和５３年（１９７８） 
運行順序  

３日▽国道コース＝子供ねぶた１１台・詳細不明 

①青森市職員互助会「素戔鳴尊・大蛇退治」②に組消防東芝連合・我生会「武蔵坊弁慶」③青年会議所「南

総里見八犬伝」④日通「武内宿禰水溝を作る」⑤私達のねぶた「桃太郎」⑥自衛隊「仁田四郎忠常の大猪

狩り」⑦サンロード青森「水滸伝」⑧日立連合「伊弉諾尊国を生まんとす」 

▽新町コース＝子供ねぶた１１台・詳細不明 

４日▽国道コース＝子供ねぶた１１台・詳細不明①私達のねぶた「桃太郎」②自衛隊「仁田四郎忠常の大猪狩り③県

庁「川中島」④サンロード青森「水滸伝」⑤青森木材青壮年会「鎧引」⑥青森市職員互助会「素戔鳴尊・

大蛇退治」⑦に組消防東芝連合・我生会「武蔵坊弁慶」⑧青年会議所「南総里見八犬伝」⑨消防二分団「鬼

若丸」 

▽新町コース＝子供ねぶた１１台・詳細不明 

５日▽国道コース＝①青森市職員互助会「素戔鳴尊・大蛇退治」②電電公社「知盛推参」③に組消防東芝連合・我生

会「武蔵坊弁慶」⑤青年会議所「南総里見八犬伝」⑥日通「武内宿禰水溝を作る」⑦消防二分団「鬼若丸」

⑧青森ナショナル店会「狐忠信」⑨私達のねぶた「桃太郎」⑩まるは大洋漁業侫武多会「戻橋」 

▽新町コース＝①自衛隊「仁田四郎忠常の大猪狩②県板金工業組合「日本武尊」③サンロード青森「水滸伝」④

日立連合「伊弉諾尊国を生まんとす」⑤青森木材青壮年会「鎧引」 

６日▽国道コース＝①国鉄「救国 信長桶狭間」②県板金工業組合「日本武尊」③県庁「川中島」④サンロード青森

「水滸伝」⑤日立連合「伊弉諾尊国を生まんとす」⑥青森木材青壮年会「鎧引」⑦青森市職員互助会「素

戔鳴尊・大蛇退治」⑧電電公社「知盛推参」⑨に組消防東芝連合・我生会「武蔵坊弁慶」⑩自衛隊「仁田

四郎忠常の大猪狩り」 

▽新町コース＝①青年会議所「南総里見八犬伝」②日通「武内宿禰水溝を作る」③消防二分団「鬼若丸」④青森

ナショナル店会「狐忠信」⑤私達のねぶた「桃太郎」⑥まるは大洋漁業侫武多会「戻橋」 

７日▽国道コース＝①青年会議所「南総里見八犬伝」②日通「武内宿禰水溝を作る」③消防二分団「鬼若丸」④青森

ナショナル店会「狐忠信」⑤県庁「川中島」⑥まるは大洋漁業侫武多会「戻橋」⑦自衛隊「仁田四郎忠常

の大猪狩り」⑧県板金工業組合「日本武尊」⑨私達のねぶた「桃太郎」⑩サンロード青森「水滸伝」 

▽新町コース＝①日立連合「伊弉諾尊国を生まんとす」②青森木材青壮年会「鎧引」③青森市職員互助会「素戔

鳴尊・大蛇退治」④電電公社「知盛推参」⑤に組消防東芝連合・我生会「武蔵坊弁慶」⑥国鉄「救国 信

長桶狭間」 

 
昭和５４年（１９７９） 
運行経路▽国道コース＝市役所前出発→国道西進→八甲通り右折→新町通り東進→平和公園通り右折→橋本小前解散 

▽新町コース＝協働社前出発→新町通り東進→平和公園通り右折→橋本小前解散(２日、３日は自由参加) 



運行順序  

２日▽国道コース＝子供ねぶた９台・詳細不明①ねぶた愛好会「鐘馗」②消防二分団「四車大八とめ組の喧嘩」③自

衛隊「俵藤太のむかで退治」④青森市職員互助会「本能寺」⑤青年会議所「羅城門」⑥日通「景廉機転の

勝鬨」⑦私達のねぶた「かぐや姫と大伴大納言」 
▽新町コース＝自由参加・子供ねぶた１０台・詳細不明 

３日▽国道コース＝①に組消防、東芝連合「羅生門」②木材青壮年会「大森彦七と千早姫」③青森ナショナル店会「曽

我五郎富士の誉」④亀屋みなみ流通グループ「纏ふり」⑤サンロード青森「錣引」⑥私達のねぶた「かぐ

や姫と大伴大納言」⑦日立連合「日本武尊の化身白鳥争奪の図」⑧自衛隊「俵藤太のむかで退治」⑨青森

市職員互助会「本能寺」 

▽新町コース＝自由参加・子供ねぶた１９台・詳細不明 
４日▽国道コース＝①ねぶた愛好会「鐘馗」②国鉄「雷と栖軽」③県板金工業組合「鐘馗」④消防二分団「四車大八

とめ組の喧嘩」⑤県庁「驪龍之珠」⑥自衛隊「俵藤太のむかで退治」⑦青森市職員互助会「本能寺」⑧青

年会議所「羅城門」⑨私達のねぶた「かぐや姫と大伴大納言」⑩日通「景廉機転の勝鬨」 

▽新町コース＝①に組消防、東芝連合「羅生門」②亀屋みなみ流通グループ「纏ふり」③青森マルは侫武多会「中

臣鎌足入鹿を討つ」④日立連合「日本武尊の化身白鳥争奪の図」 

５日▽国道コース＝①日立連合「日本武尊の化身白鳥争奪の図」②電電公社「吉野の関、錦の御旗」③木材青壮年会

「大森彦七と千早姫」④青森ナショナル店会「曽我五郎富士の誉」⑤亀屋みなみ流通グループ「纏ふり」

⑥サンロード青森「錣引」⑦青森マルハ侫武多会「中臣鎌足入鹿を討つ」⑧日通「景廉機転の勝鬨」⑨日

立連合「日本武尊の化身白鳥争奪の図」⑩ねぶた愛好会「鐘馗」 

▽新町コース＝①国鉄「雷と栖軽」②県板金工業組合「鐘馗」③消防二分団「四車大八とめ組の喧嘩」④青森市

職員互助会「本能寺」⑤青年会議所「羅城門」⑥私達のねぶた「かぐや姫と大伴大納言」⑦青森大学「宇

治川先陣争い」 
６日▽国道コース＝①国鉄「雷と栖軽」②県板金工業組合「鐘馗」③消防二分団「四車大八とめ組の喧嘩」④県庁「驪

龍之珠」⑤自衛隊「俵藤太のむかで退治」⑥青森市職員互助会「本能寺」⑦青年会議所「羅城門」⑧私達

のねぶた「かぐや姫と大伴大納言」⑨青森大学「宇治川先陣争い」⑩に組消防、東芝連合「羅生門」 

▽新町コース＝①電電公社「吉野の関、錦の御旗」②木材青壮年会「大森彦七と千早姫」③青森ナショナル店会

「曽我五郎富士の誉」④亀屋みなみ流通グループ「纏ふり」⑤サンロード青森「錣引」⑥青森マルは侫武

多会「中臣鎌足入鹿を討つ」⑦日通「景廉機転の勝鬨」⑧日立連合「日本武尊の化身白鳥争奪の図」⑨ね

ぶた愛好会「鐘馗」 

 

７日▽国道コース＝①電電公社「吉野の関、錦の御旗」②木材青壮年会「大森彦七と千早姫」③青森ナショナル店会

「曽我五郎富士の誉」④亀屋みなみ流通グループ「纏ふり」⑤サンロード青森「錣引」⑥青森マルは侫武

多会「中臣鎌足入鹿を討つ」⑦日通「景廉機転の勝鬨」⑧日立連合「日本武尊の化身白鳥争奪の図」⑨私

達のねぶた「かぐや姫と大伴大納言」⑩自衛隊「俵藤太のむかで退治」 

▽新町コース＝①県板金工業組合「鐘馗」②消防二分団「四車大八とめ組の喧嘩」③県庁「驪龍之珠」④青森市

職員互助会「本能寺」⑤青年会議所「羅城門」⑥に組消防、東芝連合「羅生門」 

 
昭和５５年（１９８０） 
運行経路▽国道コース＝市役所前出発→国道西進→八甲通り右折→新町通り右折→新町通り東進→平和公園通り右折→橋本小

学校前解散 
    ▽新町コース＝青銀支店前出発→新町通り東進→平和公園通り右折→橋本小学校前解散 
運行順序  

２日▽国道コース＝①日産グループ「草薙の剣」②青年会議所「道成寺(押戻し)」③青森木材青壮年会「素戔鳴尊大

蛇退治」④ねぶた愛好会「紅葉狩」⑤自衛隊「東奥の防人・坂上田村麻呂」⑦日本通運「坂上田村麻呂蝦

夷征伐」⑧私たちのねぶた「赤胴鈴之助」⑨青森市職員互助会「坂上田村麻呂」 

▽新町コース＝子供ねぶた１５台・詳細不明 
３日▽国道コース＝①私たちのねぶた「赤胴鈴之助」②サンロード青森「綱館」③に組消防、東芝連合「不動智(沢庵

和尚の喝)」④青年会議所「道成寺(押戻し)」⑤青森ナショナル店会「水滸伝九紋竜と魯智深」⑥日立連合

「前田犬千代出世の武勲」⑦消防二分団「源頼光と坂田公時」⑧日本通運「坂上田村麻呂蝦夷征伐」⑨自

衛隊「東奥の防人・坂上田村麻呂」 

▽新町コース＝子供ねぶた１５台・詳細不明 
４日▽国道コース＝①日産グループ「草薙の剣」②県庁「水滸伝」③青森木材青壮年会「素戔鳴尊大蛇退治」④県板

金工業組合「怪描佐賀の夜桜(鍋島騒動)」⑤ねぶた愛好会「紅葉狩」⑥日本通運「坂上田村麻呂蝦夷征伐」

⑦私たちのねぶた「赤胴鈴之助」⑧に組消防、東芝連合「不動智(沢庵和尚の喝)」⑨青森市職員互助会「坂

上田村麻呂」⑩自衛隊「東奥の防人・坂上田村麻呂」 
  ▽新町コース＝①青森まるは侫武多会「為朝の鷲退治」②国鉄「伊邪那岐命黄泉国の鬼退治」 

５日▽国道コース＝①サンロード青森「綱館」②に組消防、東芝連合「不動智(沢庵和尚の喝)」③青年会議所「道成

寺(押戻し)」④国鉄「伊邪那岐命黄泉国の鬼退治」⑤日立連合「前田犬千代出世の武勲」⑥自衛隊「東奥

の防人・坂上田村麻呂」⑦青森まるは侫武多会「為朝の鷲退治」⑧青森市職員互助会「坂上田村麻呂」⑨



日産グループ「草薙の剣」⑩日本通運「坂上田村麻呂蝦夷征伐」 

▽新町コース＝①青森ナショナル店会「水滸伝九紋竜と魯智深」②青森木材青壮年会「素戔鳴尊大蛇退治」③県

板金工業組合「怪描佐賀の夜桜(鍋島騒動)」④ねぶた愛好会「紅葉狩」⑤消防二分団「源頼光と坂田公時」

⑥電電公社「弓張月」⑦私たちのねぶた「赤胴鈴之助」 
６日▽国道コース＝①青森ナショナル店会「水滸伝九紋竜と魯智深」②青森木材青壮年会「素戔鳴尊大蛇退治」③県

板金工業組合「怪描佐賀の夜桜(鍋島騒動)」④ねぶた愛好会「紅葉狩」⑤消防二分団「紅葉狩」⑥県庁「水

滸伝」⑦電電公社「弓張月」⑧私たちのねぶた「赤胴鈴之助」⑨サンロード青森「綱館」 

▽新町コース＝①青年会議所「道成寺(押戻し)」②国鉄「伊邪那岐命黄泉国の鬼退治」③日立連合「前田犬千代

出世の武勲」④自衛隊東奥の防人・坂上田村麻呂」⑤青森まるは侫武多会「為朝の鷲退治」⑥青森市職員

互助会「坂上田村麻呂」⑦日産グループ「草薙の剣」⑧日本通運「坂上田村麻呂蝦夷征伐」 

７日▽国道コース＝①青年会議所「道成寺(押戻し)」②国鉄「伊邪那岐命黄泉国の鬼退治」③青森ナショナル店会「水

滸伝九紋竜と魯智深」④自衛隊「東奥の防人・坂上田村麻呂」⑤青森まるは侫武多会「為朝の鷲退治」⑥

青森市職員互助会「坂上田村麻呂」⑦に組消防、東芝連合「不動智(沢庵和尚の喝)」⑧県庁「水滸伝」⑨

私たちのねぶた「赤胴鈴之助」⑩日立連合「前田犬千代出世の武勲」 
▽新町コース＝①県板金工業組合「怪描佐賀の夜桜(鍋島騒動)」②ねぶた愛好会「紅葉狩」③消防二分団「紅葉

狩」④日本通運「坂上田村麻呂蝦夷征伐」⑤電電公社「弓張月」⑥サンロード青森「綱館」 

 
昭和５６年（１９８1） 
運行経路▽国道コース(大型ねぶた)＝青森市役所前から橋本小前まで 

▽国道コース(子供ねぶた)＝広田神社前から橋本小前まで 
▽新町コース(大型ねぶた・子供ねぶた)＝新町薬局前から橋本小前まで 

運行順序(子供ねぶた参加・２日１８台、３日１７台・詳細不明)  

２日▽国道コース＝➀サンロード青森「坂上田村麻呂」➁ねぶた愛好会「鳴神」③電電公社「独眼竜政宗」④自衛隊

「羅生門」⑤私たちのねぶた「酒呑童子と坂田金時」⑥消防第二分団「伽羅先代萩床下の場」⑦青森青年

会議所「小栗栖の最後」 
３日▽国道コース＝中学生ねぶた・ＰＴＡ連合会「坂上田村麿と和」➀に組消防、東芝連合「風林火山」➁青森市職

員互助会「九紋龍と陳達」③日立連合「日の神 月の神」④青森ナショナル店会「新田義貞竜神に祈る」

⑤日通青森支店「国王と一角仙人」⑥亀屋みなみ流通グループ「小鍛冶」⑦日産グループ「鎮西八郎為朝

曚雲を討つ」⑧自衛隊「羅生門」⑨私たちのねぶた「酒呑童子と坂田金時」 

４日▽国道コース＝中学生ねぶた・ＰＴＡ連合会「坂上田村麿と和」➀に組消防、東芝連合「風林火山」➁県庁「金

剛力士」③国鉄青森「巴御前の奮戦」④自衛隊「羅生門」⑤県板金工業組合「鬼神・お松」⑥青森青年経

営者協議会「屋島の合戦」⑦ねぶた愛好会「鳴神」⑧日通青森支店「国王と一角仙人」⑨サンロード青森

「坂上田村麻呂⑩私たちのねぶた「酒呑童子と坂田金時」 

▽新町コース＝➀青年会議所(障害者ねぶた)「小栗栖の最後」➁青森大学「天の岩戸」③青森市職員互助会「九

紋龍と陳達」④青森まるは侫武多会「大塔宮兼良」⑤亀屋みなみ流通グループ「小鍛冶」⑥日産グループ

「鎮西八郎為朝曚雲を討つ」 

５日▽国道コース＝➀青森まるは侫武多会「大塔宮兼良」➁日通青森支店「国王と一角仙人」③青森大学「天の岩戸」

④青森市職員互助会「九紋龍と陳達」⑤日立連合「日の神 月の神」⑥青森ナショナル店会「新田義貞竜

神に祈る」⑦日通青森支店「国王と一角仙人」⑧に組消防、東芝連合「風林火山」⑨亀屋みなみ流通グル

ープ「小鍛冶」⑩青年会議所「小栗栖の最後」 
▽新町コース＝➀サンロード青森「坂上田村麻呂➁青森青年経営者協議会「屋島の合戦」③ねぶた愛好会「鳴神」

④電電公社「独眼竜政宗」⑤国鉄青森「巴御前の奮戦」⑥私たちのねぶた「酒呑童子と坂田金時」⑦消防

第二分団「伽羅先代萩床下の場」⑧自衛隊「羅生門」⑨県板金工業組合「鬼神・お松」 
６日▽国道コース＝➀サンロード青森「坂上田村麻呂➁県庁「金剛力士」③ねぶた愛好会「鳴神」④電電公社「独眼

竜政宗」⑤自衛隊「羅生門」⑥私たちのねぶた「酒呑童子と坂田金時」⑦青森青年経営者協議会「屋島の

合戦」⑧消防第二分団「伽羅先代萩床下の場」⑨国鉄青森「巴御前の奮⑩に組消防、東芝連合「風林火山」 

▽新町コース＝➀青森大学「天の岩戸」➁青年会議所「小栗栖の最後」③県板金工業組合「鬼神・お松」④青森

市職員互助会「九紋龍と陳達」⑤日立連合「日の神 月の神⑥青森ナショナル店会「新田義貞竜神に祈る」

⑦日通青森支店「国王と一角仙人」⑧青森まるは侫武多会「大塔宮兼良」⑨亀屋みなみ流通グループ「小

鍛冶」⑩日産グループ「鎮西八郎為朝曚雲を討つ」 
７日▽国道コース＝➀サンロード青森「坂上田村麻呂➁県庁「金剛力士」③ねぶた愛好会「鳴神」④電電公社「独眼

竜政宗」⑤自衛隊「羅生門」⑥日産グループ「鎮西八郎為朝曚雲を討つ」⑦青森青年経営者協議会「屋島

の合戦」⑧消防第二分団「伽羅先代萩床下の場」⑨国鉄青森「巴御前の奮⑩県板金工業組合「鬼神・お松」

⑪青森まるは侫武多会「大塔宮兼良」⑫青年会議所「小栗栖の最後」⑬に組消防、東芝連合「風林火山」

⑭青森市職員互助会「九紋龍と陳達」⑮日通青森支店「国王と一角仙人」⑯青森ナショナル店会「新田義

貞竜神に祈る」⑰私たちのねぶた「酒呑童子と坂田金時」⑱日立連合「日の神 月の神 

 
昭和５７年（１９８２） 
運行経路▽国道コース＝青森市役所前出発 



    ▽新町コース＝新町出発 
運行順序  

２日▽国道コース＝➀日通青森支店「八幡太郎義家と荒法師」➁県庁「風神」➂ネブタ愛好会「勧進帳」④青森青年

経営者協議会「水滸伝・貴陽岡の猛虎」⑤青森青年会議所「魯智深仁王像を打ち壊す」⑥日産グループ「隠

岐の広有妖馬を退治す」⑦自衛隊「草薙の剣」⑧私たちのねぶた「一寸法師」*大型６台出陣の記事も有り。 

▽新町コース＝子供ねぶた１９台・詳細不明 
３日▽国道コース＝中学生ねぶた・ＰＴＡ連合会「風神雷神」➀消防第二分団・青森スバル「布引の滝」➁自衛隊「草

薙の剣」➂私たちのねぶた「一寸法師」④青森ナショナル店会「吉備津彦命温羅を討つ」⑤日立連合「源

頼光と鬼同丸」⑥日通青森支店「八幡太郎義家と荒法師」⑦に組消防・東芝連合「布引の滝」⑧青森市職

員互助会「坂田公時」⑨サンロード青森「黒旋風李逵破自龍廟門」 
▽新町コース＝子供ねぶた１７台・詳細不明 

４日▽国道コース＝中学生ねぶた・ＰＴＡ連合会「風神雷神」➀日通青森支店「八幡太郎義家と荒法師」➁県庁「風

神」➂に組消防・東芝連合「布引の滝」④国鉄青森「里見八犬伝」⑤青森市職員互助会「坂田公時」⑥サ

ンロード青森「黒旋風李逵破自龍廟門」⑦ネブタ愛好会「勧進帳」⑧青森青年経営者協議会「水滸伝・貴

陽岡の猛虎」⑨青森まるは侫武多会「巌流島の決闘」⑩私たちのねぶた「一寸法師」 

▽新町コース＝➀青森青年会議所「魯智深仁王像を打ち壊す」➁県板金工業組合「悪源太義平の怨霊」➂日産グ

ループ「隠岐の広有妖馬を退治す」④自衛隊「草薙の剣」⑤消防第二分団・青森スバル「布引の滝」⑥日

立連合「源頼光と鬼同丸」 

５日▽国道コース＝➀青森青年会議所「魯智深仁王像を打ち壊す」➁消防第二分団・青森スバル「布引の滝」➂県板

金工業組合「悪源太義平の怨霊」④日産グループ「隠岐の広有妖馬を退治す」⑤自衛隊「草薙の剣」⑥私

たちのねぶた「一寸法師」⑦青森ナショナル店会「吉備津彦命温羅を討つ」⑧日立連合「源頼光と鬼同丸」

⑨日通青森支店「八幡太郎義家と荒法師」⑩県庁風神」 

▽新町コース＝➀に組消防・東芝連合「布引の滝」➁国鉄青森「里見八犬伝」➂青森市職員互助会「坂田公時」

④電電公社「片田兵部と鬼女」⑤サンロード青森「黒旋風李逵破自龍廟門」⑥ネブタ愛好会「勧進帳」⑦

青森青年経営者協議会「水滸伝・貴陽岡の猛虎」⑧青森まるは侫武多会「巌流島の決闘」 

６日▽国道コース＝➀消防第二分団・青森スバル「布引の滝」➁国鉄青森「里見八犬伝」➂青森市職員互助会「坂田

公時」④電電公社「片田兵部と鬼女」⑤サンロード青森「黒旋風李逵破自龍廟門」⑥ネブタ愛好会「勧進

帳」⑦森青年経営者協議会「水滸伝・貴陽岡の猛虎」⑧青森まるは侫武多会「巌流島の決闘」⑨青森青年

会議所「魯智深仁王像を打ち壊す」⑩に組消防・東芝連合「布引の滝」 
▽新町コース＝➀県板金工業組合「悪源太義平の怨霊」➁日産グループ「隠岐の広有妖馬を退治す」➂自衛隊「草

薙の剣」④私たちのねぶた「一寸法師」⑤青森ナショナル店会「吉備津彦命温羅を討つ」⑥日立連合「源

頼光と鬼同丸」⑦日通青森支店「八幡太郎義家と荒法師」⑧県庁「風神」 

７日▽国道コース＝➀県板金板金工業組合「悪源太義平の怨霊」➁日産グループ「隠岐の広有妖馬を退治す」➂自衛

隊「草薙の剣」④私たちのねぶた「一寸法師」⑤消防第二分団・青森スバル「布引の滝」⑥青森ナショナ

ル店会「吉備津彦命温羅を討つ」⑦日通青森支店「八幡太郎義家と荒法師」⑧県庁「風神」⑨に組消防・

東芝連合「布引の滝」⑩国鉄青森「里見八犬伝」⑪青森市職員互助会「坂田公時」⑫電電公社「片田兵部

と鬼女」⑬サンロード青森「黒旋風李逵破自龍廟門」⑭ネブタ愛好会「勧進帳」⑮青森青年経営者協議会

「水滸伝・貴陽岡の猛虎」⑯青森青年会議所「魯智深仁王像を打ち壊す」⑰日立連合「源頼光と鬼同丸」 
 


